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インフォメーション

広報ねやがわ
平成 30年３月号

担当（☎06・6762・9001）
※詳しくは問い合わせてください。
行政書士日曜無料相談会
3月25日午後1時～3時、総合センター、
遺言・相続・成年後見・内容証明・示談書
の作成など。
申込　当日直接
問　「大阪府行政書士会枚方支部」・渋
谷（☎814・9920）
公開講座
3月25日（日）午後1時30分～3時、府立
大学工業高等専門学校、スーパージェッ
トモルタルによる手形製作教室、小学生
と保護者20人（兄弟の参加可）、￥無
料。
※申込方法はホームページを見てくだ
さい。
問　「府立大学工業高等専門学校広報
企画室」・北橋（☎821・6401）
市民健康セミナー
3月17日（土）午後1時30分（受付は午
後1時から）、松下記念病院（守口市外
島町）、乳がんを正しく知ろう～ふだん
の生活で注意したいこと～①乳がん予
防と早期発見②セルフチェックで自分を
守る③乳がんと運動、定員100人（先着
順）、￥無料。
申込・問　3月13日（火）までに電話で
松下記念病院（☎06・6992・5373＝平
日午後1時～5時）

寝屋川公園イベント
＜寝屋川公園ボランティア募集＞
①園内花壇のデザイン・管理…毎週金
曜日午前10時～正午②園内の竹切り・
整備…毎週水曜日午前9時30分～正午
（午後1時～3時は自由参加）、いずれ
もイベントへの協力もあります。
　　※　　　　　　　　　　　※
※駐車場は有料です。申し込みなど、詳
しくは問い合わせてください。
問　寝屋川公園管理事務所（☎824・
8800）
深北イベント
＜①グリーンフェスタ＞
3月11日（日）午前10時～午後3時＝
雨天中止、障害者と健常者が一緒にス
ポーツを楽しむイベント、青空ヨガ・ボル
ダリング・ツインバスケット・ぼっちゃ・ノ
ルディックウオーク・ワークショップ・マル
シェなど、￥無料（一部有料）。
＜②そなえパーク＞
3月11日（日）午後1時30分～3時＝雨
天中止、防災ラリーや防災ビンゴなど、
￥無料。
＜③ポケットマルシェ＞
3月17日～18日午前10時～午後4時＝
雨天中止、花苗・雑貨・フードの販売。
＜④まちかどプランツ せん定教室＞
3月24日（土）午前10時～11時＝雨天
中止、低木のせん定、定員30人（先着

順）、￥無料。
＜⑤春休み走り方教室＞
3月27日～28日午前9時30分～11時、
小学校新1年生～3年生30人（申込順、
保護者同伴）、￥2000円。
　　※　　　　　　　　　　※
申込・問　①～④当日直接⑤3月19日
（月）午前10時から直接窓口又は電
話で深北緑地管理事務所（☎877・
7471）

月1700円、見学歓迎。
問　「京光会」・大久保（☎090・7963・
6471）
女声コーラス
第1～4木曜日午前10時～正午（祝日
を除く）、エスポアール、正しい発声を学
びながら一緒に楽しみませんか、￥入会
1000円・月3500円、見学体験無料。
問　「レ・サンドリオン」・雨河（☎820・
1822）
詩吟
第2・4金曜日午後2時～4時30分、三井
が丘五丁目（詳しくは問い合わせてくだ
さい）、ストレス解消や歴史の勉強など、
￥月1500円、無料体験あり。
問　「浪速岳風会」・小寺（☎090・3857・
0626）
詩吟
第1・3水曜日午後2時～5時、エスポ
アール、流派を問わない創作漢詩・出前
吟など、￥月1000円、無料体験あり。
問　「新興吟詠会」・谷口（☎828・
1819）
市民生涯学習
第2火曜日午後1時30分～3時30分（8
月を除く）、中央公民館、社会情勢・ICT・脳
の活性化・古文文学など、￥年4000円。
申込・問　はがきに住所、氏名、電話番
号を書いて3月31日（土）＝消印有効＝ま

でに「生涯学習かがやき」・横田（〒572―
0044清水町17番13号☎829・5032）
和洋リメイク研究会
第1・3金曜日午前10時～正午又は午後
1時～3時、市民会館、￥年3000円・月
1000円。
申込・問　「寝屋川エコライフ」・吉岡
（☎090・3994・4478）
歴史を学ぶ会
毎月第3水曜日午後1時30分～3時30
分、中央公民館、広範囲な歴史にロマン
を求めませんか、￥年4000円。
申込・問　はがきに住所、氏名、年齢、電
話番号を書いて3月31日（土）＝必着＝
までに「歴史を学ぶ会」・山本（〒572―
0013三井が丘五丁目2番95―202号
☎823・9531）
バザー物品提供のお願い
○物品提供（大型家具・電化製品、古本
を除く）…4月20日（金）まで出張引き取
りもします（4月16日～21日の午前10
時～午後3時は総合センターでも受付）
○バザー…4月22日（日）、総合センター
問　ワークセンター小路を支える
会（ワークセンター小路内☎820・
6135）
ベビーリトミック
月2回①月曜日午前10時20分～11時
…萱島まちづくりセンター②水曜日午

前11時20分～正午…八坂公民館、い
ずれも1歳～就園前の子どもと保護者、
￥1回1000円、無料体験あり。
問　「どれみキッズ」・末吉（☎090・
6972・1855）
日本舞踊
毎週金曜日午前10時～午後4時45分、
中央高齢者福祉センター、運動と若返
りを目指して楽しく踊りませんか、￥入
会1000円・月2500円、見学歓迎。
問　「舞みどり」・山田（☎080・5358・
3956）
3B体操
月3回水曜日午前10時～11時30分、エ
スポアール、音楽に合わせてボール・ベ
ル・ベルターを使ったストレッチ・ヨガなど
の体操、￥入会1000円・月2000円、見
学・高齢者の参加歓迎。
問　「3B体操ひまわり」・柴田（☎888・
4276）
中学硬式野球
毎週①火・水・木曜日…室内②金曜日…
寝屋川市民グラウンド、いずれも午後5
時、ベテラン指導者がやさしく指導、野
球が好きな小学校6年生で高校野球を
目指す人、￥入会2万円・月1万5000円。
※土・日曜日は試合があります。
問　「寝屋川中央シニア野球協会」・寺
前（☎090・1596・2329）
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市民情報ひろば
【原稿締切日のお知らせ】
○5月号…3月8日（木）
○6月号…4月9日（月）
※￥は活動にかかる費用です。

イベント
拳法（護身術）無料体験
3月10日・17日、いずれも土曜日午後7
時、鞆呂岐武道館（木屋元町）、運動不
足・ストレス解消、子どもから大人まで。
申込・問　前日までに電話で「鞆呂岐武
道会」・寺田（☎832・7535）
絵本と音楽のコンサート
3月23日（金）午後2時30分（開場は午
後2時）、アルカスホール、絵本と詩を音
楽と共に届けます、定員300人（先着
順）、￥無料。
申込　当日直接
問　NPO法人「子どもと本をつなぐ
会」・上野（☎824・3695）
吹奏楽演奏会
3月25日（日）午後2時（開場は午後1時
30分）、中央公民館講堂、曲目「さくらの
うた」「パイレーツオブカリビアン」「ウ

エストサイドストーリー」ほか、￥無料。
問　「寝屋川市吹奏楽団」・松浦（☎
090・8205・0822）

「銭太鼓」無料講習会
3月28日（水）午後1時30分～3時、市
民会館、銭太鼓は出雲地方の芸能です、
￥無料、初心者歓迎。
問　「銭太鼓さくらんぼ」・三村（☎
080・2444・8339）
大人のための英会話・
韓国語入門体験講座
3月29日（木）①午後6時～7時②午後7
時30分～8時30分、アルカスホール、￥
無料。
問　「国際文化交流協会」・前田（☎
090・6489・2803）

募　集

英会話など
①英会話（入門・初級・上級）…4月～7
月（計14回）、定員各8人、2万5200円
②英会話フリートーク…定員5人、1回
1300円～1500円③児童英会話（幼
児・小学生）…定員10人、1万9600円
④NIEFA日本語教室…火曜日午後1時
30分～3時・午後7時～8時30分、無料
⑤英語の絵本の読み聞かせ…4月19
日・5月17日いずれも木曜日午後3時30

分、無料⑥外国人といっしょに防災体験
ツアー…3月25日（日）午前9時、大阪市
立阿倍野防災センターに体験・見学、市
内在住の外国人・市民30人（外国人優
先）、￥無料。
　　※　　　　　　　　　　　※　
①～③は別に会員登録年3000円が必
要、①～⑤は市民会館、申込順。
※詳しくは問い合わせてください。
申込・問　NPO法人「寝屋川市国際交
流協会」（☎811・5935＝日・月曜日、祝
日を除く）
茶道
毎週金曜日午前9時～午後4時、中央高
齢者福祉センター、60歳以上の人（老
人クラブに入会が必要）、￥入会1000
円・月1000円、初心者歓迎。
問　「寝屋川市老人クラブ連合会茶道
部」・永井（☎832・3690）
ピアノ
月2回①水曜日午後1時～2時②土曜日
午前10時～正午、市内の公民館など、4
歳以上の子ども～大人の初心者・初級
者が対象、￥月2500円。
問　「ぴあのらんど」・田辺（☎090・
9616・0098）
カラオケ
第1・3水曜日午後1時～4時、総合セ
ンター、講師が指導、￥入会2000円・

公共機関・団体

平成30年度国税専門官募集
〇第一次（基礎能力試験・専門試験）…
6月10日（日）・第二次（人物試験・身体
検査）…7月11日～19日の指定する日
時
〇受験資格…次のいずれかに該当する
人①昭和63年4月2日～平成9年4月1
日生まれの人②平成9年4月2日以降の
生まれの人で大学を卒業した人（平成
31年3月卒業見込みを含む）又は人事
院が同等の資格があると認める人
申込　3月30日～4月11日に人事院
ホームページ「国家公務員採用試験」
問　大阪国税局人事第二課試験係（☎
06・6941・5331）又は枚方税務署総務
課（☎844・9521）
国民年金基金を知っていますか
国民年金基金は、国民年金に年金を上
積みする公的な制度です。国民年金の
第1号被保険者又は任意被保険者で定
額保険料を納付している20歳～65歳
未満の人が加入できます。掛け金は、年
末調整や確定申告のときに、社会保険
料として全額が所得から控除されます。
問　府国民年金基金（☎0120・65・

4192）
各種自衛官を募集
〇対象…自衛隊幹部候補生（22歳～
26歳未満の人）・一般曹候補生（18歳
～27歳未満の人）
※受付期間・試験日程など、詳しくは問
い合わせてください。
問　自衛隊守口出張所（☎06・6997・
7339）
植木のせん定
平成３０年度の植木せん定（刈り込み）
の申し込みを受け付けます。作業が会
員にとって危険なときや機材運搬車が
駐車できないときなどは断ることがあり
ます。
○受付日時…3月1日～６日の午前9時
～午後4時（土・日曜日を除く、申込順、
電話でのみ受付）
○受付専用電話番号…☎830・0950
（複数回線ですが、混み合います）
※３月７日（水）からは、問い合わせ先の
電話番号で受け付けます（土・日曜日を
除く）。
問　市シルバー人材センター（☎838・
1177）
介護職セミナー
①3月20日（火）午後1時30分～3時
30分、ハローワーク枚方セミナールーム
（枚方市岡本町）、介護職の概要や資
格取得について・介護現場での1日の流

れや事業所が求める人物像などについ
て②4月7日（土）正午～午後1時、京橋
ツイン21ＭⅠＤタワー（大阪市中央区城
見二丁目）、現場で働く介護士からやり
がいと魅力・体験談など座談会形式で
行います、いずれも定員50人（事前に予
約が必要）。
申込・問　ハローワーク枚方（☎841・
3363）
府手話通訳者養成講座（初級課程）の
受講者募集
5月17日～平成31年2月21日の木曜日
午後2時30分～4時30分（計29回）、四
條畷市立教育文化センター、定員10人
程度（受講判定試験があります）、￥無料
（テキスト代が必要）。
申込・問　府ホームぺージ又は所定の
用紙を郵送で3月30日（金）＝必着＝ま
でに府民お問合せセンター「手話通訳
者養成講座」係（〒540―8570住所不
要☎06・6910・8001＝平日午前9時～
午後6時）
介護と福祉就職フェア
4月7日（土）午後1時～4時、京橋ツイン
21MIDタワー（大阪市中央区城見二丁
目）、北河内7市20法人が相談ブースを
出展します、福祉・介護の仕事に興味の
ある人、￥無料。
申込　当日直接
問　府社会福祉協議会老人施設部会


